
　第７期中頓別町総合計画 後期実施計画登載事業一覧（２０１７～２０２１）
(単位：千円)

実施内容 最重要等 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３

第2章 産業振興・地域経済の活性化と社会資本の整備

第1節 農林業を基本に据えた活力ある産業の創造

第1項 農業の振興と
農村環境の
整備

農地耕作条件改善事業 産業課 産業
グループ

松音知地区において、メガファームや育成舎の整備
が進めている中、既設の道路では大型化された農業
用機械の通行に支障を来すため農道の整備を実施
する。また、集乳農道の未整備農家等においてもミ
ルクローリの通行が容易となるよう整備するもので
す。

農道　Ｌ＝650ｍ
集乳農道　Ｌ＝380ｍ

路線測量
L=1030m

工事
L=300m L=380m L=350m

69,000 48,000 53,000

第2項 森林の再生と
林業の振興

合板・製材・集成材生産
向上・品目転換促進対
策事業

産業課 産業
グループ

民有林で間伐期を迎えている山林において、路網整
備がされてない事による搬出コストの増より森林整
備が進まない状況となっている。
そのため、路網整備を推進することにより、間伐材を
低コストで安定的に製材工場等に供給するとともに、
既設路網を利用し、施業の集約化を行いコスト軽減
を図ります。

路網整備　L=1400ｍ
間伐     A=90ha

旭台2号
路網整備
L=700m
　

間伐
A=30ha

豊平４号
路網整備
Ｌ＝700ｍ

間伐
A=30ha

間伐
A=30ha

29,600 31,000 10,000

第4項 観光の振興 観光事業の推進
観光関連施設の効果的な運営管理
観光情報の発信
体験事業の実施

実施
実施

実施
実施

5,581 7,801 7,801 7,801

地域おこし協力隊員管理 実施 18,241 18,241 18,241

中頓別町山村交流施設
管理運営事業

産業課 産業
グループ

 魅力ある観光施設として、交流プラザ、ふるさと体験
館、オートキャンプ場、コテージ、砂金掘体験場の施
設の維持管理、運営を図り、町内外から多くの観光
客に利用を促進する。

指定管理委託業務
施設及び設備の清掃及び環境保全に
関する業務
施設設備の修繕に関する業務
外溝、トイレ及び樹木の管理に関する
業務
施設の警備及び防火管理、備品類の
管理に関する業務
造園

継続

実施

選定 継続 9,318 9,318 9,318 9,318 9,318

コテージ周辺環境整備 実施

軽食用厨房機器整備 実施 4,816
トレーラーハウス設置事業
実証試験

実施 22,850

観光地域イメージアップ
事業

産業課 産業
グループ

観光施設等をイメージアップし来町者の増加と売り上
げの増収を図るため、施設の内装や装備品、商品陳
列などのトータルコーディネート及び、改修に向けた
設計及び工事

コーディネート設計委託
工事、備品整備、
その他改修設計及び工事

実施
実施
実施

実施 継続
19,500 19,500 0 0 0

観光振興計画フォロー
アップ事業

産業建設課
産業グループ

観光振興計画推進のため、観光組織の設立と運営、
事業のサポートを受け、観光地域づくりに関する事業
の推進を図る。

観光組織設立サポート
ホームページ作成
ガイド育成
体験メニュー造成実施

実施 13,000 3,000 3,000

第5項 起業家支援と
雇用創出

過疎地域における働き
方改革プロジェクト事業

総務課 政策
経営室

地域の担い手創出を単純に外部からの移住者のみ
に頼るのではなく、既に働いている者の副業・兼業や
首都圏の企業や人材との交流により当町での勤務
（遠隔地勤務）を可能とするなどの仕組みを構築す
る。さらに、地域ニーズを踏まえた起業支援や担い手
を創出することにより、地域産業を活性化させ、将来
にわたり持続できる地域づくりを目指す。

労働力の担い手創出事業
起業の担い手創出事業
移動手段確保・維持のための担い手
創出事業
首都圏の企業や人材とのネットワーク
構築事業

最重要 新規 19,323 19,323 19,323

第2節 快適に暮らすことができる生活環境の整備

第1項 道路網の整
備

除雪機械整備事業 建設課 建設
グループ

降雪量が多い本町における冬期間の道路通行の確
保は、快適に暮らすことができる生活環境の整備に
は欠かせない、そのため効率良く除雪事業を行うた
めに計画的な車両更新を行う。

・ド－ザ－除雪車購入
・除雪（専）トラック10ｔ車購入
・除雪トラック10ｔ車購入

要 　 0 25,000 30,000 0 0

一般社団法人なかとん
べつ観光まちづくり
ビューロー運営事業

産業建設課
産業グループ

観光振興計画で定める「観光地域づくり」をテーマに
ピンネシリ地区の観光関連施設の効果的な運営管
理、地域全体の活性化と雇用の確保、移住定住者の
増加、住民が地域を誇りに思うまちづくりを推進す
る。

政策
の柱

政策
目標 施策目標 事務事業名 担当部署

後期実施計画（Ｈ２９～Ｈ３３）

活動指標 概算事業費(見込）目的・概要
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第4項 住宅環境の
整備

公営住宅建設事業 建設課 建設
グループ

小頓別団地1棟4戸解体 要 実施 40,000 87,000 105,000 83,000 40,000

あかね団地他老朽住宅解体 継続
既設公営住宅改善事業 継続
公営住宅建替事業2棟8戸 新規 基本計

画
実施

住生活基本計画策定
公営住宅長寿命化計画策定

基本計画
計画更新

第5項 上下水道整
備の促進

下水道工事設計施工事
業

建設課 建設
グループ

 下水道管布設及び下水道施設更新のための設計・
施工業務

未整備区域（あかね団地）の下水道管
渠の布設
下水道施設の機械・電気設備の更新

要 調査 実施 0 13,000 161,000 110,200 91,200

水道・下水道施設災害
対策事業

建設課 建設
グループ

水道・下水道施設の災害発生時の対策 非常用発電機購入 要 新規 0 0 15,164 8,140 10,120

第3章 保健医療福祉の充実と安全安心な暮らしの保障

第1節 誰もが健康で安心して暮らすことができる保健・医療・福祉の充実

第4項 健康づくりの
推進

後期高齢者保健事業 保健福祉課 高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、
健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の
予防に係る被保険者の自助努力についての支援、
その他の被保険者の健康の保持増進のために必要
な事業を行う。

後期高齢者健康診査
重症化予防の取組
重複・頻回受診者訪問指導
高齢者の特性を踏まえた保健事業

新規 721 721 721

第2節 安全な町民生活を支える体制、対策の確立

第1項 防災・消防・
救急

救急業務 南宗谷消防
組合中頓別
支署

　町民の生命、身体、財産の保全を目的とし、救急出
動及び、その他必要な事項を定め救急業務の能率
的運営を図る事業である。

救急事務処理、救急現場活動の業務
救急各認定資格養成１２名
（処置拡４名、挿管再認定４名、ビデオ
喉頭鏡講習４名）

通年

認定資
格養成

1,121 1,200 1,030 970 970

消防車両・資機材整備
維持管理業務

南宗谷消防
組合中頓別
支署

　出動に備え、常に最善の能力を発揮できるよう車
両、資機材の整備、維持管理に努める。

資機材全般の管理、資機材整備、車
両台帳、ホース台帳等の整理事務

重要 毎日
週1回
随時

4,998 3,800 10,350 3,800 3,800

呼吸器充填コンプレッサー整備 新規

消防学校派遣事業 南宗谷消防
組合中頓別
支署

　消防の責務を正しく理解するとともに、消防人として
必要な専門知識及び技術の習得、体力、気力の練
成、規律の保持、共同精神を養い、能率的に職務を
遂行して公共の福祉の増進に寄与する人材の育成。
消防学校への職員派遣。

初任教育2名
専科教育７名
（査察１名　救急科２名　救助課３名
予防査察科１名）
救急救命士養成２名
救急各認定資格養成１２名
（処置拡４名、挿管再認定４名、ビデオ
喉頭鏡講習４名）

重要 初任
専科

認定資
格養成

救命士 救命士

950 700 3,300 430 3,230

第4章 子育て支援、教育の充実

第1節 健やかでこころ豊かな子どもを育てる環境づくり

第1項 子育て支援と
幼児教育の
充実

認定こども園事業 認定こども園 中頓別町認定こども園は子どもが生涯にわたる人間
形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の
大半を過ごす場であります。家庭との密接な連携の
もとに、子どもの状況や発達過程を踏まえ、こども園
における環境を通して、養護及び教育を一体的に行
い、様々な分野からこどもの最善の利益を考えて計
画的に事業を展開している。

･保育教育事業（年間平均265日開所）
・給食事業（年間平均240日提供）
・検診事業（年間2回内科検診、年1回
歯科検診）
・文化伝統行事事業（年間平均16回）
・フッ化物洗洸口

重要 16,879 16,879 19,872 19,872 19,872

【臨時事業】ボイラー改修工事
屋上排水溝整備改修工事
園庭遊具点検補修
ウッドデッキメンテナンス
音響設備更新　洗濯機更新　食器消
毒保管庫更新　　森のこども園委託料

 　新たなマスタープラン（長寿命化計画）を策定し、
老朽化した公営住宅の建替並びに既設公営住宅の
改善を促進し、居住環境の向上を図る。
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